
 

 

 

２０１８年 11月 11日（日）、第 8回ゆりかもめリレーマラ

ソンが東京臨海広域防災公園（江東区）で開催されまし

た。数年ぶりに朝からお天気の絶好のマラソン日和の中、

８４チームがスタートしました。開会式では小学生チームの

「ヒコモン」のメンバーが楽しく、元気に選手宣誓を行いま

した。ゆりかもめリレーマラソンは、1 周約１．３ｋｍのコースを

32 周、4 人から 10 人のチームでタスキをつないでゴール

を目指します。参加チームは、普段から走り込んでいるラ

ンナー同士でのエントリーや、職場の仲間、学校の仲間、

卓球や水泳、バスケットボールのクラブの仲間との参加な

ど、エントリーチームは様々です。小学生から 80 代までチーム一丸となってそれぞれ思い思いにレースを楽しんでいる様子

でした。第 1 回目から参加しているチームをはじめ、5 回、6 回と連続出場チームの多くは、11 月の毎年恒例行事になって

本大会を楽しみにしているとの嬉しい声も聞こえてきます。ほかにも、「チームの絆、連帯感を確認することができて楽しい

大会だった」、「ランニングコース全体が見渡せるのでメンバーの様子がよくわかって一体感が持てる」、「レース後の一杯

が楽しみ」等々、の感想がありました。 

このリレーマラソンは東京都連盟主催行事で、加盟する種目組織、地域組織の皆さんが協力して成功させることも目

標になっています。今回は６つの種目組織（卓球、水泳、ランニング、バドミントン、サッカー、ウォーキング）と5つの地域組織

（北区、板橋区、中野区、練馬区、荒川区）の協力ものと、また中学生の部でエントリーの御園中学校の生徒の皆さんのサ

ポートもあり、好評のうちに無事、閉会となりました。 
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一般の部
順位 No. チーム名 記録

荒井太郎 大塚一徳 小野弘貴 内藤和也 安田圭佑

山口晋哉 八木知輝 山田悠太郎 飯塚柊斗 浮田正史

勝田秀利 渡辺耕大 寺田龍二 新井進太郎 田母神 彰

鈴木晴秋 内田水月 原島直輝 西沖京介

男女混合の部
順位 No. チーム名 記録

金子瑞季 北嶋勇太 佐藤由季子 杉本敦哉 平井雅也

宮嶋麻衣 山口優香 岡本凜太郎 菊地一真

岸 彩伽 黒田彩夏 志村未奈 須藤光児 日比野弘毅

塚口航平 山口静香 小泉郁乃 窪田 梢

廣田裕介 森本莉子 木下智子 谷 一樹 岡本 渉

西山富美 鈴木 武 横田頌子 江畑和貴

ファミリーの部
順位 No. チーム名 記録

田中章夫 田中日菜子 長里 稔 長里琉希 長里梨緒

長里玲音 田中真依子 長里陸矢 豊田真一 豊田一樹

山本 慶 山本裕子 山本留己 西川暢一 西川明菜

西川真愛 三浦友明 三浦美帆 三浦湊斗 三浦碧倖

岡崎治樹 庭月野直人 岡崎哲治 岡崎哲三 岡崎容子

岡崎友美 竹ノ下秀昭 竹ノ下友里奈 樋口 駿 松川智行

壮年の部
順位 No. チーム名 記録

高城正明 村井 勲 中上信之 黒津信子 田中公一

所 保 田中周治 宮﨑ヒロ子 湯口 淳子 栃澤哲明

中学生の部
順位 No. チーム名 記録

箕輪翔太 江上且行 佐藤那哉 古山碧都 木部新大

佐々木嵐麻 塩﨑幸哉 田村 洸 為澤十真 梅田広渡

岸上寛明 松村凛生 玉寄航琉 銀木颯太 安永恵都

杉山太祐 江上遼治 荒井盛太朗 カンデル アヌパム 田村　洸

小学生の部
順位 No. チーム名 記録

佐藤 侑 堀切翔悟 深井大頌 高須望華 矢口 瞬

高須琶華 藤崎心優 諏訪亮汰 田中煌心 田中玲也

田中鈴文 永田真奈

牛窪七海 牛窪瑠香 佐々木優那 佐藤綺音 佐藤愛那音

牛窪航平 松田悠花 松田悠生

3 101 ゼブラーズ 2時間27分59秒

選手名

1 167 ゆりかもめ46 2時間19分30秒

2 111 生物資源OB 2時間24分14秒

選手名

1 902 ヒコモン 2時間52分35秒

2 901 ピックアップKids 3時間51分58秒

1 502 御園中選抜 2時間36分31秒

2 501 御園中サッカー部 2時間48分51秒

選手名

1 701 塚田Ｊ＆Ｓ 3時間52分16秒

選手名

3 602 チーム明子2018 3時間02分01秒

選手名

1 601 ヒコモンファミリー 2時間37分55秒

2 603 MYN 2時間57分06秒

1 309 キャピキャピチーム 2時間36分28秒

2 305 老害チーム 2時間42分55秒

3 307 ㇾプレン 3時間06分32秒

選手名

「ゆりかもめ 46」が大会 2 連覇 ～第 8 回ゆりかもめリレーマラソン～  

本大会の総合記録 1 位のタイムは一般

の部「ゆりかもめ４６」チームが【2 時間 19

分 30秒】で昨年に続き 2連覇を成し遂げ

ました（昨年の記録は 2 時間２５分２７秒）。

総合記録第 2 位も一般の部から「生物資

源OB」チーム【2時間２４分１４秒】でした。そ

れぞれの部門ごとの上位チームは以下の

表の通りです。これまでの大会記録は第２

回ゆりかもめリレーマラソンの一般の部で

出場した「ミラコスタ」チームの【２時間３分

３１秒】です。次回はこの記録の壁を破るチ

ームの出現にも期待したいです。来年の

第９回ゆりかもめリレーマラソンも同会場

で11月に開催予定です。今年参加された

方はもちろん、まだ参加したことの無い方

は、仲間同士の交流の場としてぜひご参

加下さい。 

 

 

  

 

 

 

「うたごえは平和の力」をスローガンにうたごえ運動を行ってい

る日本のうたごえ協議会が「70周年記念日本のうたごえ祭典を」

2019年 1月 18日（金）～20日（日）にかけて開催します。毎年

夏に開催している「東京反核平和マラソン」には、「うたごえ」メン

バーがランナーとしてまた、ゴール後の「反核平和の集い」のうた

ごえコーナーに参加していただくなど、連帯した活動を行っていま

す。そのような中で、東京のうたごえ協議会から 70周年記念の

祭典で共同企画の「反核平和マラソン」を開催しようと声がかか

り、2019年 1月 19日（土）に急遽開催することと致しました。コ

ースは港区の芝公園からとどろきアリーナまでの約１４．５ｋｍです。

競争ではなく参加者みんなで「スポーツは平和とともに」「うたご

えは平和の力」「核兵器廃絶」をアピールしながら走ります。ゴール

は、うたごえ祭典のオープニング舞台です。夏とはまた一味違っ

た反核平和マラソンに是非ご参加下さい。今夏好評だった反核

平和マラソン統一Tシャツを着て走りますのでアピール力、一体感

はバッチリです。ゴール後には「Peace Festa」が同会場内で行わ

れます（別途参加費 3000円）。あわせてご参加下さい。お問い合

わせや申し込みは、新日本スポーツ連盟東京都連盟事務局まで

お気軽にどうぞ。 



 

 

東京都連盟内の種目組織と地域組織に呼び掛けを行い、そ

れぞれの組織で活動している若い人を探し、交流する場を作ろ

うとの取り組みで、若手交流会を11月15日（木）に開催しまし

た。北区連盟からバレーと野球、卓球協、バド協、サッカー協、水

泳協から合計１１名が参加しました。食べ物や飲み物（アルコール

含む）は、東京都連盟で用意し、会の冒頭に萩原理事長が挨拶

したのちは、若手によって会は進んでいきました。堅苦しいこと

は無しということで、まずは乾杯。続いて自己紹介を行ったあと、

宮内都連盟事務局長が「スポーツ連盟とはどんな組織化か?」

を紹介。多くの人が楽しくスポーツする環境を作っていくため、

スポーツ連盟が必要とされる組織となるよう、仲間づくりの輪

を広げ、新しい人達の力やつながりが必要であることを述べま

した。そのあとグループに分かれてスポーツに関するゲームで交

流を深めました。アジア大会 2018 の種目をゼスチャーで当て

ることと、ビンゴを合わせたゲームでは、参加者が打ち解けとて

も盛り上がりました。初めての試みの企画でしたが、それぞれの

組織で活躍している面々が顔を合わせて違った組織間の横の

繋がりを広げていくきっかけとなる交流会となりました。今後も

次世代を担っていく若い力をスポーツ連盟に少しでも近づいて

もらうような企画を立てて、今後の運動の発展につなげたいと

思います。最後に東京水泳協の穴原康子さんからは手作りマドレーヌ、東京 RC の佐藤正美さんからは、巻きずしを差し入

れとしていただきました。有難うございました。 

～第５１回定期総会のお知らせ～ 

日にち 2019年 3月 16日（土） 

時間  10時～17時 

会場  未定（12月中に確定予定） 
各 2017年 3月～2019年 2月までの東京都連盟及びそれぞれの組

織の前進面や課題、また来期に向けた方針を議論します。 

例年と違い今回は、分散会を行います。組織の発展のため、仲間づく

りの輪を広げていくために、どのような活動をすればよいか等を代議

員の皆さん一人一人がより多く発言できるような総会を目指していま

す。 

ゼスチャー当てゲームの様子 差し入れのマドレーヌは賞品に 



～ 編集後記 ～ 

  平成 30 年もあと 1 か月弱で終わろ

うとしています。師走の 12 月に入りま

すが、季節は 1 年、春夏秋冬あります

が、私の感じでは、暑い夏が過ぎたと

思ったらすぐに冬にと秋を感じることな

く移り去ってしまう気がします。また冬

が終わったと思ったら春を通り越して

夏にと季節の移り変わりが多少昔と変

わってしまったようですが、私たちは、

春夏秋冬があることで美味しいものを

食べたり見たり楽しく生きていると感じ

ます。私の感じですが、皆様はどう感じ

ますか?（佐藤正美） 

 

 
 ランニング       

・月例多摩川ロードレース 

1/13(日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 1/17（日）荒川河川敷 

 

 

 

 

 

 

 

 水泳           

・第 15 回東京水泳フェスティバル 

2/11（祝）武蔵野の森総合スポーツプラザ 

・第 19 回中長距離水泳大会 

3/10(日）千葉国際総合水泳場 

 卓球          

・合同練習会 

 1/9（水）中野区産業振興センター 

・新春プログレスリーグ卓球大会 

 1/18（金）東京武道館 

・2018 年度技術講習会 

 1/27（日）浦和美園コミュニティーセンター 

・後期プログレスリーグ卓球大会 

 2/23（水）東京武道館 

・早春プログレスリーグ卓球大会 

 3/6（水）東京武道館 

■練馬区 

・新春３ダブルス卓球大会 

  1/6（日）練馬区光が丘体育館 

■中野区 

・クラブ交流大会 

 1/5（土）中野体育館 

・2019 年新春ダブルス大会 

 2/24（日）中野体育館 

■板橋区 

・レディースペアマッチ大会 

 2/23（土）上板橋体育館 

・板橋オープンペアマッチ大会 

 3/9（土）小豆沢体育館 

■北区 

・３シングルス団体戦卓球大会 

 3/16（土）北区赤羽体育館 

■新宿区 

・新宿 P リーグ 

 3/24（日）新宿コズミックセンター 

■世田谷区 

・第 75 回世田谷オープン卓球大会 

 1/26（土）世田谷総合運動場体育館 

・第 76 回世田谷オープン卓球大会 

 3/25（月）世田谷総合運動場体育館 

■多摩 

・多摩 ABC＝XYZ 団体戦 

 2/19（火）立川市 泉市民体育館 

■町田 

・町田オープン３ダブルス団体戦 

 3/16（土）町田総合体育館 

 テニス         

・新春テニス大会 

 １/27（日）篠崎公園 

・新春テニス大会団体戦 

 2/17（日）駒沢公園 

・箱崎スプリングテニス大会 

 3/10（日）篠崎公園 

■練馬区 

・第 10 回女子・男子クラブ団体戦 

1/27(日）2/3（日）土支田コート  

■練馬区 

・第 33 回ニューイヤーテニス交流会 

1/13（日）哲学堂庭球場  

 バドミントン      

・第 7 回赤羽オープン団体戦 

1/5（土）北区赤羽体育館 

■練馬区 

・第 12 回冬季バドミントン大会 

 1/13(日)光が丘体育館 

・第 14 回バドミントン初心者教室 

 2/11（月）練馬区総合体育館 

■北区 

・第７回城北オープン混合ミックス大会 

 1/20（日）北区赤羽体育館 

■荒川区 

・荒川スポーツ祭典新春ダブルス大会 

 1/6(日) 荒川スポーツセンター 

 ウォーキング      

・小石川七福神巡り 

1/5（土) JR 水道橋駅集合 9:45 集合 

・城ヶ島ウォーク 

1/13（日) 京急三崎口駅 9:45 集合 

・芝浦ウォーターフロント 

1/27（日) JR 新橋駅 9:45 集合 

・元禄赤穂事件の歴史を辿る 

2/9（土) JR 新橋駅 9:45 集合 

 スキー                  

・越年スキー・スノーボード 

 １2/30（日）～1/2（水）キューピッドバレイ 

・2019Racing Camp in かたしな高原 

1/12（土）～14（月） 

・舞子 GS ポールトレーニング 

1/26（土）～27（日）舞子スノーリゾート 

・第 43 回東京スキー競技大会 

2/2（土）～3（日）舞子スノーリゾート 

・石打花岡 SL 練習会+記録会 

2/23（土）～24（日）石打花岡スキー場 

・ワイワイトレーニング 

3/8（金）～10（日）キュウピットバレイ 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2019 年 1 月～3 月 

日本のうたごえ祭典 コラボ企画 

反核平和マラソン 

1/19（土）13：30 港区芝公園集合 

とどろきアリーナ（川崎市）までの 

14.5ｋｍをピースランニング 


